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日本工業規格 JIS 

機械類の安全性- B 9702: 2000 

リスクアセスメントの原則 (ISO 14121 : 1999) 

Safety of machinery-Principles of risk assessment 

序文 この規格は， 1999年に第1版として発行されたISO 14121 , Safety of machinery-Principles of risk assessment 

を翻訳し，技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお，この規格のうち，附属書A(参考)に欧州規格EN 292 : 1991/ A1 : 1995が引用しであるが，この附属書は参考

であるため，そのまま掲載した。また，参考文献の中に， ISO規格に対応する欧州規格の関係に関する記述があるが，

日本工業規格としてふさわしくないので削除した。

この規格の機能は， ISO/DIS 12100-1の5に導入されたリスクアセスメントを行うための，整合性のある系統的

手順の原則を記述することである。

この規格は，機械設計時の決定(ISO/DIS 12100-1の3.11参照)の手引きを与え，かつ，調和した適切なタイプB

及びタイプCの規格を作成する際に，必す(須)の安全及び健康上要求事項に適合きせるのに役立つ。

この規格だけで，必すの安全及び健康上要求事項に適合させる推定根拠を提供するものではない (ISO/DIS

12100-1の附属書A参照)。

1. 適用範囲 この規格は，機械類の耐周期間中の全段階におけるリスクを査定するために，機械類に関連した設計，

使用，事故，災害並びに危害についての知識及び経験を統合し，それによってリスクアセスメントとして知られる手

順の一般原則について規定する [ISO/DIS 12100-1の~~.11 a) 参照]。

この規格は， リスクアセスメントを実施できるようにするために必要な情報に関する指針を与え，危険源を同定し，

リスクを見積り，かつ，評価するための手順を規定する。この規格の目的は，機械類の安全性に関して行うべき決定

について助言を与え，かつ， リスクアセスメントの実施上の証明に必要な提出文書の型式を規定することである。

この規格は，危険源の分析及びリスク見積りに関する方法を詳細に説明することを意図するものではなしこれら

はこの規格以外の，例えば，解説及び他の参考文書などで扱われる。それらの方法の幾つかの要約は情報として示す

だけとしている(附属書B参照)。

備考 この規格の対応国際規格を，次に示す

なお，対応、の程度を表す記号は， ISO /IEC Guide 21 に基づき， IDT(一致している)， MOD(修正して

いる)， NEQ(同等で、ない)とする。

ISO 14121 : 1999 Safety of machinery-Principles of risk assessment (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これら

の引用規格のうちで発効年を付記してあるものは，記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって，そ

の後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は，その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 9960-1 : 1999 機械類の安全性一機械の電気装置-第四十一般要求事項

備考 IEC 60204-1 1997 (Safety of machinery-Electrical equipment of machines-Part 1 General require-

ments) からの引用事項は，この規格の該当事項と同等で、ある。
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ISO/DIS 12100-1 Safety of machinery-Basic concepts, general pr�ciples for design-Part 1 Basﾌc terminologyラ

methodology 

ISO/DIS 12100-2 Safety of machinery-Basic concepts, general principles for des刕n-Part 2 : Technﾌcal principles 

3. ~主義 この規格でtì ， ISO/日IS 12100-1で示す用語及び定義並び、に以下を適用する。

3.1 定寄 (harm) 身体的傷害及ぴ/又は韓康若しくは財産に対する害

講場 ISO/IECガイド51 : 1990の3.4による。

3.2 危段事象(hazardous event) 窓害を起こし得る

3.3 安全方策 (safe守 measure) 危険源を除去する，又はリスクを母滅するための手段

3.4 残留 1) スクケ側idual risk) 安全方策を講じた後に残るワスク

4. ー韓環則

4.1 基本概念 リスクアセスメント誌，機械類に付寵する危検?療の審査を系統的方法で英語可能にするた

の論理的手織である。 リスクア々スメントに引き続いて，必要な場合いつでも， ISO/DIS 12100-1の3に基づく 1)

スク低減が行われる。この手順を繰り返すとき，可能な患っ生検j原を i詮去し，かつ，安全方策を接行するための反彼

自守ブQロセスとなる。

リスクアセスメントは，次を含む(関1参照)。

1) スク分析

1 ) 機械類の制限の決定 (5.参照)

2) 危険擦の同定 (6.多照)

3) ワスク見積号 (7.参照)

リスクの持舘{札参照)

リスク分析は，機械類的安全性を JII員番に判定する場合のりスクの評価に必要な情報を提挟する。

リスクアセスメントは，審査による決定に基づしこれらの諸決定は，可能な限り定量的方法で提えて定性的方法

によって支援されなければならない。定量的方法は，予見可能な障害のひどさ及び危害の程度が高い場合に，特に適

切である。

雷考

代替の安全方策を査定し，かつ，そのいずれが良好に保護できるかを決定する場合に有効である。

は，利用可能な有効データの量によって寄せ臨を受ける。多くの場合，定性的 1) スクアセ

スメントだけが適用可能となる。

リスクアセスメントは，通守した した結果を文書化できるように実擁されなければならない (9.参照)。
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リスクアセスメント

機域類は\\ はい

儲考 1) スク低減及び、連坊な安全方策の選択は 1) スクアセスメントの一部ではない。

しい説明は， ISO/DIS 12100-1 の5JjえびISO/DIS 12100-2参照。

国1 安全性連成のための反復的プロセス

4.2 リスクアセスメントに関する情報 リスクアセスメント及び、定性的並びに

切に含まなければならない。

機械類の制限 (5.参照)

一機械類の寿命の局面に関する要求事項[ISO/DIS 12100… 1 の3.11 a) 参照〕

機織類の性費を設定するための設計図面又は他の手段

一動力の熱給に関する皆報

る

f警報iま，設計の進援に伴って，長び変更が必要な場合に，度新しなければならないの

関する靖報は，次を適

異撞の機械類に付隠する類1Uの危険状態は，両者の状態の怠険源及び災害状況ぷ関する清報を十分に初用できれば，

多くの場合地較可能で、ある。

い，事故{牛数が少ない，又は発主した災害のひどさ(障害のひどさ)が抵いということで， 臨動的に 1)

スクゑ寸誌いとしてはならない。

ヂータベ一人ハンドブック，試験所及び製造業者の仕操審のデータは，そのデータの適性に信頼がおける場合，

いてよい。そのデータに付組する不確かさは，文欝でポさなければならをい (9.参照)。

専門家の経験から薄られた多数意見に基づくテ、ータ(例えば，ヂノレブアイテクニック，附属審B.8参頚)は，定性的

ヂータの補完に穫用できる。
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5. 機械類の制限の決定 リスクアセスメントでは，次を考患しなければならない。

機械類の寿命に関する諸局医[ISO/DIS 12100~ 1の3.11 a) 参照]

ISO/DIS 12100-1の3.12~こ従って意図する費用(機械の正しい懐用及び操作の両方，問機に合理的に

能な誤f運用又は機能不長の結果}を含む機械類のifflJ隈 (ISO/DIS 12100-1の5.1参照〉

一性別，年齢，利き手又は身体的能力の眼界(例えば，説覚又は聴覚め減退，体型，体力など)によって特定きれ

る人の予見可能な機械類の全使用範囲(例えば工業用，非工業用及び家娃用など)

次の予見可能な1変用者の訓練，経験又は能力の予持レベル

1 ) オペレータ{課金作業員又は技術者を含む)

2) 見習い及び初心者

3) 一般大衆

一合理的に予見可能な場合，機械類に付髄する危険源に中一 れること。

6. 危検2震の同定 るすべての危!境線，危険状態及び、検事象は同定しなければならない。附属書A

に，このプロセスを支援するための例を示す(機械類からの危蹟源に関する J情報は， ISO/DIS 12100-1の4参照)

危険課の系統的分析には，数撞類の方法が利用可能である。これおの例は附撰番思に京す。

7. 1) スク克積り

7.1 一般 危険源の悶定 (6.参照)後， 7.2で、示す 1) スク要素を決定し，細々の危険源についてリスクの大きさを見積

らなけ才Lばならない。リスク要素の決定で辻， 7.3で示す縄開を配庫、する品要がある

7.2 リスク要素

7.2.1 ザスク要素の組合せ 個別の状況又は技術的壊関のブロセスに付随するつスクは，次の要素の組合せに走塁因

する。

ひどき

以下の要素の関数として，

1 ) 危険源へ人が暴鍔き hる頻度及び時期

2) 

3) 危害の副瀧又は最Ij設するための技術的，かつ，人的可能性(例えば，速度の低減， イ

リスクの認知)

1) スク要素を図2に京し，かつ，その詳細を 7.2.2及ぴ7.2.3に示す。

これら要素を系統的に分析するには幾つかの方法を用いることができる。附属書Bにその例

髄考 多くの場合，これらの要素は正確には定めることができない。しかし，見積ることだけはできる。それは

る危害の発生確率に対してあてはまる。潜在する危害のひどさは，場合によって容易には確定

で、きない(例えば，毒性の物質又はストレスによる健藤障害の場合のように)。

は

危検械に

潜在する

危害の

びどさ

).. 
c 

思2 リスクの要素

7.2.2 ひどさ(潜在する危害の程度) ひどさ辻，次を配慮して見積ることができる。

の関数



一保護対象の性質

1 )人

2) 財産

3) 環境

傷害又は健康障害のひどさ

1 ) 軽い(正常状態に回復可能)

2) 重い(正常状態に回復不可能)

3) 死亡

一危害の範囲(個別の機械による)

1 ) 一人

2) 複数の人
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7.2.3 危害の発生確率 危害の発生確率は 7.2.3.1から 7.2.3.3 を配慮、して見積ることができる。

7.2.3.1 暴露の頼度及び時間

ー危険区域への接近の必要性(例えば，正常運転，保全又は修理時)

接近の性質(例えば，材料の手送り)

-危険区域内での経過時間

接近者の数

接近の頻度

7.2ふ2 危険事象の発生確率

一信頼性及び他の統計データ

一事故履歴

健康障害履歴

ーリスク比較 (8.3参照)

備考 危険事象の発生は技術的又は人的原因に起因している。

7.2.3.3 危害回避文は制限の可能性

a) 誰が機械を運転するか

1 ) 熟練者による

2) 未熟者による

3) 無人による

b) 危険事象の発生速度

1 ) 不意に

2) 高速で、

3) 緩慢に

c) リスクの認知

1 ) 一般的情報による

2) 直接観察による

3) 警告表示及び表示装置による

d) 危害回避又は制限の人的可能性(例えば，反射的動作，敏捷性，脱出の可能性)

1 ) 可能

2) 一定の条件下で可能

3) 不可能
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判 実際の体験及び知識による

1 ) 当該機械類について

2) 類似の機誠類について

3) 未経験

7.3 リスク喪棄の設定時堵躍すべき側苗

?ふ1 危険震に暴躍される人 リスク りは全検視に暴露される の入を考惑しなければならない。こ

オペレータ (150/DI5 12100-]事照)のほかに，その機械によっ

を含む。

を受けることが合理的に予見可能な人

7.3.お暴露の形態，頻度及び時間考慮下の定検源に対する ワ(健康上の長期的障害を には，機械

ド及び作業の方法のすべてに関する分析が要求され，かつ，

設定(段取りなど)，ティーチング，工程の切換え又は修正，清掲，

きれなければならない。これは，特に

及び保全の作業中における接近の

と部く関孫する (150/訪問 12100-1の3.11参賠)。

リスク見額引ま，安全機能の無効化を必要とするような状況〈例えば，保全中)を配意しなければならない。

7ふ3 危険源へ暴諜されるニと及び影響の関保 危険漉へ暴露きれること及びその彰響の関孫を配慮しなければな

らない。 きれなければならなし~このよう

タに基づかなければならない。

してリスクを見積る

合は，できる限り実捧ぷ即して，適切

館考事故データは，鰐々の安全方策を備えた倍々の機械類の使用に付随する傷害の発生離率及ぴひどきを示す

ために有効となる場合がある。

7.3.4 とューマンファクタ ヒュー?ンファクタはリスクに関係しており， リスク見積り

ない。この場合，例えば次を含む。

機械類と人の相互作用

一人と人の相互作用

一心理学的慨苗

一訓練，経験及び能力に依存する状況の中で人のリスク

を見積る場合は，次の額IJ麗を配慮しなければならない。

機械類設計における人間工学原出の適用

一潜在的又法要求される業務を遂行する上で伸ばされた能力

リスクの認知

故意的又は非主主意的過脱をせずに，要求される作業を遂行するためにもっている自信の程慶

され，かつ，必要とされる安全作業実行から逸脱しようとす

きれなければなら

訓練，経験及び能力誌リスクと深く関係する。しかし，これら要因のいずれも設計又辻安全防護による安全方策が

れる場合の危険源の捺去又はリスク抵j戒に代えて梗用してはならないの

7.3.5 安全機能の信頼性 リスク克稜りでは講或部分及びシステム を，次のとおり しなければならな

し'0

を生じるような環境を同定すること(例えば，構成部分の故障，動力源の故障，

と比較するためι定量的方法を用いるのが適切である

適切な安全機能，構成部分及び、装置が選択できるような情報を提供すること

(ISO/DIS 12100-1の 3.13.] 参照)を備えていると同定される構成都合設び、システムでは，特到な

注意が必要で、為る。

一つ以上の安全関連装誼で一つの安全機能を構える場合iえその装寵の選択におい
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安全方策が作業組織，正しい挙動，注意，保護具の適用，技量又は訓練を含む場合，それが技術的に立証された安

全方策に比較して相対的に低い信頼性となることをリスク見積りで考慮しなければならない。

7ふ6 安全方策の無効化又は不使用の可能性 リスク見積りは，安全方策の無効化又は不使用の可能性を配慮しな

ければならない。見積りには安全方策を無効化又は不使用ときせる，次の例のような動機も配慮、しなければならない。

一安全方策が生産性を低下きせる，又は使用者の他の活動若しくは選択の妨害となる

一安全方策の使用が困難で、ある

ーオペレータ以外の人を含む

一安全方策が使用者に認められていない，又はその機能が適切として受け入れられていない

安全方策の無効化の可能性は安全方策の種類(例えば，調整式カ、、ード，プログラマブルトリップ装置)及びその設計

の詳細による。

安全に関連するソフトウェアへのアクセスが適切に設計きれておらず，かつ，監視されていない場合，プログラマ

ブル電子システムの使用では，追加の無効化又は不使用の可能性が生じる。リスク見積りは安全関連機能が他の機械

機能から分離していない部分を同定し，かつ，アクセスが可能な範囲を決めなければならない。診断又は工程改修の

目的で遠隔アクセスが必要な場合 (JIS B 9960-1 : 1999の 1 1.3.4参照)，特に重要となる。

7ふ7 安全方策の維持能力 リスク見積りでは，安全方策が要求の保護レベルを提供するための必要条件を維持で

きるか否かを考慮しなければならない

備考安全方策が正しい作業順序を容易に維持できない場合，機械類を継続使用するために安全方策の無効化又

は不使用を促してしまう場合がある。

7ふ8 使用上の情報 リスク見積りは，機械類と共に提出される使用上の'情報に関して， ISO/DIS 12100-1 の5

の実施を考慮しなければならない。

8. リスクの評価

8.1 一般 リスク見積り後， リスク低減が必要か，又は安全性が達成されているか否かを決定するため， リスクの

評価を実施しなければならない。リスク低減が必要な場合，そのときには適切な安全方策を選定し，適用し，かつ，

その手順を反復しなければならない(図1参照)。この反復7
0

ロセスでは，新規の安全方策を適用したときに新たな危

険源が発生しないかを，設計者がチェックすることが重要で、ある。追加の危険源が発生する場合，危険源の同定リス

トにそれを追加しなければならない。

リスク低減目標の達成 (8.2参照)及びリスク比較による好適な結論 (8.3参照)によって，機械類が安全であるとい

う確信が得られる。

8.2 リスク低減目標の達成 次の条件の達成は， リスク低減のための手順を終結できることを表す。

a) 次によって危険源が除去された又はリスクが低減された。

1 ) 設計による，又は危険性の少ない材料及び物質への取替えによる。

2) 安全防護による。

b) 選択した安全防護が意図する使用に対し経験上から，適切な安全状態を提供するょっな形式のものである o

c) 選択した安全防護の形式が，次に関する適用に適切である。

1 ) 無効化又は不使用の確率

2) 危害のひどさ

3) 必要業務の遂行に対する作業妨害

d) 機械類の意図する使用に関する情報が十分に明確で、ある。

e) 機械類の使用に対する操作手順が，機械類を使用する人又は機械類に付随する危険源に暴露され得る他の人の
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と調和している。

f) 機械類使用のために推奨きれる安全作業慣行及び関連する割擦の要求事境が適切に記述きれているo

g) 機械類の寿命の異なる周回における残程リスクについて，使用者は十分に知らされている。

h) 1:采鶏呉が誰奨されている場合，その必要'1生及び穫期に関する訓練要求事墳が適切iこ記述してある。

i ) 追加予詰策は十分で為る (ISO/DIS 12100-2の6参照)。

8.3 リスク比較 リスクの評価手順の一部として，機械類に付挺するリスクを次の基準によって類転機械類のリス

クと比較することができる。

その類似機械翻が安全である。

一意認する費用及び使用法が，双方の機械で比較可能である。

-危険課及びザスク要素が比較可能で、ある。

一技術的仕捷が比較可能でみる

一使用条件が比較可能で為る

〕の比較法の使用は，特定の費用条件に対して，この規格で記述したりスクアセスメントの乎JI闘に遵守する必要'桟

を除去するものではない。例えば，肉の坊艇にf愛用する帯鋸を木材切断に使用する帯鋸と比較する場合，異なる材料

るリスク しなければならないα

9. 文書化 この競棒の日的のために， リスクアセスメントに関する文書では義守した手Jr慎及び達成された結果を

論証しなければならない。この文番生iこは，関連性がある場合，次の事項が含まれる。

a) アセスメントが行われた機械顕{問えば，仕様書，制限，意図する使用)

お) 関連して想、定した板定(例えば，魚荷，強度，

c) 同定した急襲源

した怠険;訣態

査定時に考察し

d) リスクアセスメントの障に基礎として揺いた情報 (4.2参照)

菱沼データ長ぴナ…タ源(例えば，事故護霊，類凱の機械類に適用した 1) ス

一使用テ、ータに付植する不明確さ，及びその 1) スクアセスメントへの影響力

e) 安全方策によって達成される自

られた経験)

f) 同定した危険糖、の除去，又は 1) スク低減のた

ぎ) 機械類に付随する残留リスク

した安全方業(到えば，規格類又は他の仕様欝による〉

h) 最終のりスクの評価結果(国1参照)
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附属書A(参考) 危険源，危険状態及び危険事象の例

衰え.1

No 島険i採 EN292-2 : 1991 ISO/DIS i ISO/D[S 

IAl : 1995の附属 山←1 I 12100-2 
蓄え

危険源，危険状態及び危輸事象

機械的怠按抑:

(1) 機械部品又!i.t!日工対象教が発生する l.:i Lt2 :3.1 , 

例えば， ら組こるもの :l.2, 4..0 

a) 形;1犬

b) 担対{立器

c) 費量及び安定性(護力の影響を て!Ó1J

く構或要紫の位選エネルギー)

(1) 繁議及び速度{需1] 議11 又は:捷都鋼運転時の

構成要素)

e) 不適切な機誠強喪

(2) 関え i;r，次の額百から起こる機械内部の蓄 1.5.3, 1.6.3 4.2 3.8, 

横エネルギー 6.2.2 

f) 弾力性構成要素

g) 力n圧下の法体及び気掠

h) 真空効果

1.1 押しつぶしの危険糠 1.3 4.2.1 

1.2 せん断の危険源

1.3 切{審又は切断の危険轍

1.4 巻き込みの危険課

1.5 引き込み又は捕提の危i塗源

1.6 衝撃の車検諒

1.7 突き刺しx，土突き通しの危険源

1.8 こすれ又は擦りむきの危険源

1.9 高圧流体ジ〉注入又は壊おの危険淑 1.3.2 4.2.1 3.8 

2. 電気的危険諜

2.1 充電きI~に人が接触{産接接触) 1.5.1 , 1.6.3 4.3 3.9. 6.2.2 

2之 で充電部1 人が接触 (1時議;接触) 1.5.1 4場3 3.9 

2.3 :覇軍}jニ? 1.5.1 , 1.6.3 <1.3 3.9, 6.2.2 

2.4 ト電気現象 1.5.2 Lt.3 :i.9 
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表A.I (統き)

No 愈i検j原 EN292-2 : 1991 ISO/DIS ISO/()IS 

IA1 : 1995の附属 12100-1 12100四2

議委A

2.5 熱;投身七又は短絡若しく i土過負荷などから結こる 1.5.1 , 1.5.5 4.3 3.9 

i寄融物の放出やfち学的効果など

その他の現象

3. 次の結果を招く熱的意J喰源

3.1 極度の高説又は低溢の物体若しくは持料に人が接 1.5.5, 1.5.6, LtA 

触し得ることによって火炎又は爆発，及び熱源か 1.5.7 

らの放射による火傷，熱傷;hえびその龍の傷害

3.2 熱闘又は冷間作業環境を原因とする i即時停古 1.5.5 4盆"t

4. 次の結果を招く騒音から起こる急険源 1.5.8 4.5 3.2, 4、0

4.1 聴力喪失(聞こえない) ，そのf患の生理的不調

:平認可感覚の喪失， ど)

4.2 音響借号 その龍のi翠害

5. 振動から超こる危険源

5.1 各設の;神経及び血管!草書を起こす手持ち機械の使 1.5.9 4..6 3.2 

用

5.2 特に劣悪な姿勢と組み合わされたときの全身嬢動!

6キ 放射から生じる危険糠

6.1 ff~周波， ~!院議長思波抜射， マイクロ波 1.5.10 4.7 

6.2 赤外報，可塊光線虫ぴ紫外繰放射

一一

6.3 X線及びγJ担ìt

6.4 α説!， β裂~，電子又はイオンピーム，中性子 1.5.10, 4.7 3.7.4, 

1.5.11 3.7.12 

6.5 レーザ 1.5.12 4..7 

7. 機械類によって処理又は護用される材料及び物費

(並びにそのi構成要素)から起こる危険掠

7.1 有害な液体，気体， ミスト，煙霧友ぴ粉じん l.1.3 , 4.8 3.3 b) , 

と接触又はそれらの吸入による危検源 1.5.13, 3."1. 

1.6.5 

7.2 火災又は 4埠発の危険71京 1.5.6, 1.5.7 4.8 3.4 

7.3 生物(例えば，かび)又は撒生物(ビー/レス又は縮 1.1.3, 1.6.5, <1..8 

1童n frt~金額 2.1 

8. wuえば次の壊自から起こる危挽iJJ誌のように，機械

類の設計~r寺に人間工学原町の無挽から起こる危i境

i頴



No 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

9. 

10‘ 

10.1 

10静2

10.3 

10.4 

10砂S

10.6 

11. 

12. 

13. 

表A.l (統制

1 1 
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危険源 EN292ゅ2 : 1991 [50/DI5 [50/015 

/ AI : 1995の欝農 12100ω1 12100-2 

本前然な姿勢又は過剰l努力 1.1.2 d) , Lt.9 3.13, 

1.1.5, 1.6.2, 3.7.13, 

1.6.4 3.6.1 , 

6.2.;~ ， 

1
6 .2.4 , 

手一腕 又は 忠一軒 についての不j臨切な解説 1.1.2 d ), 2.2 3.6.2 

学的考娯

保護具穫期の無視 1.1.2e) 3.6.6 

不適切な局部摂明 1.1.Lt 3.6.5 

精神的過最新及び過ノト員者，ストレス 1.1.2 d) L1-.9 3.6.<t 

ヒュー?ンエラ 人間挙動 1.1.2 d ), 4ι9 3.6, 

1.2.2, 1.2.5, 3.7.9, 

1.2.8, 1.5.4., 3.7.10, 

1.7 5.1 , 6.1.1 

手動flîlj鄭器の不適切な設計，配置又は関定 1.2.2 3.札6，

3.7.9 

説党表示装援の不適切な設計又は配寵 1.7.1 3.6.7, 5.2 

危険掠め組合せ 4.10 

次の事項から p起こる予期しない始動，予期しない|
超過走行/慈過速度(又は荷らかの類椋不調)

議iJ揚システムの故障/混乱 1.2.7, 1.6.3 3.7, 6.2.2 

ょにネ jレギー供給の中輯後の田復 1.2.6 3.7.2 

電気設備に対する外部影響 1.2.1 , 1.5.11 , 3.7.12 

4.1.2.8 

その憶の外部影響(重力，風など) 1.2.1 3.7.4 

ソフトウェアのエラー ! 1.2.1 3.7.8 

オペレータによるエラ (人間の特性及び能力と 1.1.2 d) , 4.9 3.6, 

磯械矧の不興和によるの表め詰.6参賎) 1.2.2, 1.2.5 , 3.7.9, 

1.2.8, 1.5 ."1., 3.7.10, 

1.7 5.1 , 6.1.1 

機械を考えられる最良状態に停止させることが不 1.2.Lt , 1.2.6, 3.7 , 

可能 1.2.7 3.7.1 , 

6.1.1 

工呉回転速度の変動 1.3.6 3.2, 3.3 

動力潜の故障 1.2.6 3.7 , 

6.2.2 
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表A.1 (続き)

No 危険源 閉山肌 1 附/DIS ISO/OlS 

/Al:1995の関鹿 12100-1 12100叩2

番A

14 flill網開路の故障 1.2.1 , 1.2.3, 3.7, 

1.2.4, 1.2.5, 6.2.2 

1.2.7, 1.6.3 

15. ブー L.5.!:b 4.9 5.5, 

3.13 

16. 連転中の破壊 1.3.2 <.1,.2.2 3.3 

17. 落下又は i噴出する物体若しくは流体 1.3.3 ~b.2.2 3.3, 3.8 

18 機械の安定性の欠郁1/転問j 1.3.1 4.2.2 3.14, 4.1.6 

19. 人の滑ワ，つまずき及び落下(機械に関保するも 1.5.15 <.1,.2.3 6.2.4 

の)

移動牲によって付加される危険諒，危険状態及び危険事象

20. 走持機能に関連したもの

20.1 エンジン起勤時め移融 8.3.2, 3.3.4 

20.2 運転低震に運転者がいない状態の移動 : 3.3.2 

20.3 すべての部品が安全位置にない状態の移動 3.3.2 

20.4 歩行者による制議[1式機械瓶の過大速度 3.3.4 

20.5 移動時の過大振動 3.4.1 

20.6 減速，停止及び間定するための機械能力が不十分 3.3.3, 3.:3.5 

21. 砲の作業{立 式、( に関連したもの
t 

21.1 入出u寺又は語るとき内入の落下 3.2.1 , 3.2.3, 

3 .Lt.5, 3.4.7 

21.2 おける 3.2.1 

21.3 火事(逮~ま室め可燃性，消火手段の欠知) 3.2.1 , 3.5.2 

2 1..:~ 作業註置における機械的危検源

a ) l\[ j協に接触 :3.2.1 

h) 車にひ(襟)かれる :3.2.1 , 3.4.:3 

c) 物合f;:の落下，物体が斑通 13.2.1 , 3AA. 

d) 高速関!陸部品の舷壊 3.4.2 

e) 機械部品又は工具と人との接触 3.3.4 

ífHl僻式機械)

21.5 {学業f立霊力、らの不十分な祝認'It 3.2.1 

21.6 不適切な照明 :3.1.2 

21.7 不適切なE主席



No 

2l.8 

21.9 

21.10 

22 

22.1 

22.2 

23. 

24. 

24.1 

24.2 

24.3 

25 

25.1 

25.2 

25.3 

26. 
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表A.l (続き)

危険源 EN292-2 : 1991 ISO/OlS ISO/DIS 

/Al ・ 1995の附属 12100-1 12100-2 

書A

作業位置における騒音 3.2.1 

作業位置における振動 3.2.1 , :~.2.2 ， 

3.6.3 

避難/非常口の不備 ::J.2.1 

ílil陥11 システムによるもの

手動操作器の不適切な配置 3.2.1 , 3.3.1 , 

3.4.5 

手動操作器及びその操作モードの不適切な設計 3.2.1, 3.3.1 , 

3.3.3 

機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如) 3.1.3 

動力源及び動力伝達装置によるもの

エンジン及びバッテリから起こる危険源 3.4.3, 3.5.1 

機械間の動力伝達から起こる危険源 3.4.7 

連結及び牽引から起こる危険源 3.4.6 

第三者から起こる又は第三者に及ばす危険源

無許可の起動/使用 3.3.2 

停止位置から移動する部分のずれ 3.4:..1 

視覚又は聴覚轡告手段が欠如又は不適切 1.7.4, 3.6.1 

運転者/オペレータに対する指示が不十分 3.6 

持ち上げによって付加される危険源，危険状態及び危険事象

27 機械的危険状態及び危険事象

27.1 次の事項から起こる荷の落下，衝突，機械の転倒

27.l.1 安定性の欠如 4.1.2.1 

27.l.2 無mlJ御状態の荷役一過負荷一転覆モーメン卜の超 4.2. 1.4 , 4..3.3 , 

jE! 4.4.2 a) 

27.l.3 無制御状態、での運動の振l隔 4.1.2.6 a) , 4.2.1.3 

27.l.4 予期しない/意図しない荷の移動 4.1.2.6 c) 

27.1.5 不適切なつか(姻)み装置/附属装置 4.1.2.6 e) , 

4.4.1 

27.1.6 1台以上の機械の衝突 4.1.2.6 b) 

27.2 人が負荷支持体に接近することから起こるもの 4.:~.3 
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B 9702.2000([50 14121 : 1999) 

衰九1 (続き)

No 危i境源 EN292-2 ・ 1則|削/臼[S I 削/DIS
/Al: 1995の的議 12100-1 I 12100-2 

書A

27.3 脱識か j@こるもの 乙k1.2.2

27.4. 部品の不十分な機械的強度から組こるもの 4.1.2.:3 

27.5 プ 1) , ドラムの不通切 ら起こるもの .Lt 

27.6 チェーン，ロープ，つりよげ装霞並ぴに附属品の 4.1.2.4., 

不適切な選定及び磯械への不通切な組込みから j回 乙[，， 1.2.5.

こるもの <1.3.1 , 4..3.2 

27.7 憲撰ブレーキで制御した荷下しから起こるもの 4.1.2.6d) 

27.8 組立/試験l能用/保全の異常状態から起こるもの <tA..l , 

lt.4..2 d) 

27.9 人にかかる負苛め影響から想検るもの(荷や釣り <1.1.2.6 b ) I 

合い撮りによる衝撃) L1.1.2. 7, 4..2.:3 

28. 議気的危険源

28.1 照明から起こるもの 4.1.2.8 

29. 人間工学提出の無設によ て発生する危険源

29.1 運転席からの不十分な認~，g'l主 4. 1.2.7 , 

4A.2 c) 

地下作業によって付加される危険源，危1境状態変び急i境事象

30. 下記事壊による機誠的危険源及び危険事象

30.1 動力式麗根支柱の安定性欠如 5.1 

30.2 レーノレ上を走行する機械緩め加速又は告IJ翠!の故障 5.1.1 

30.3 レーノレ上を走行する機械矧の非常:HîlJ答Ilの故障又は 5A, 5.5 

欠主i

31 人の移動の制限 5.2 

32. 火災及び、:爆発

33. 粉じん(臨)，ガス，そのf患の;投出 5.7 

人めつつ上げ又は移動によって付加される 危険状態及ぴ危険事象

34. 次の事壊による機械的危険糊及び危険事象

34.1 不i鹿切な畿域的強護…弓漉切な運転係数 弘1.2

34.2 負荷制誰[1の故障 6.1.3 

34.3 人を搬送する機械のi闘争u装置の故葎 6.2.1 

度)

34.,4 人を識送する機識の盤過速度 6.2.3 



No 危i境諜

35. 人を搬送する機械からの人の落下

36. 人を搬送する

37. ヒューマンエラ 人間帯動

表A.1 (統制

15 

日 9702 : 2000 (150 14121 : 1999) 

EN292-2 : 1991 ZちOjDlS ISOjDIS 

j Al : 1995の惣襲 1210()-1 12100-2 

議iミ

1.5.15, 
6.3.1. 6.3.2, 

6.~Ul 

6.4.1 , 6.4.2 

6.5 
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附属書B(参考) 危険源分析及びリスク見積りの方法

B.l 一般企換澱分析友ぴ 1) スク りの方法は多くあるが，そのうちの幾っかをこの また，愈験

源分析をワスク見覆り ι結びつけるためのリスク分析技術を含める。

それぞれの方法誌持別の用途向に開発されてきたものである。したがって，機域類への特5]11 な適用には締部を

する必要がみる。

リスク分析にはこつの基本形式が在在する。すなわち，一つは演えき〈鐸)的方法と呼ばれ， もう一つは帰納的方法

と呼;まれる。演えき的方法においては， まず最終事象を鋲定し，次iこ，この最終事象を引き短こすと考えられる

を壊し出す。嬉納的方法においては，まず構成部分の故障を殻定する。その後の分析はこの故障が引き起こすと

られる事象を同定する

B.2 PHA(予讃危険源分析) PHAは場納的方法で、為る。その目的は，特定のシステム/サブシステム/構成部分の

寿命のすべての局面に対して，災害につながるような危険諒，危険状態，危険事象を開定することである。この方法

は災害の可能性を同定し，起こり得る備害又は健蔵様害の躍度を定性的に評価する。それにより安全方策に対する

案及びその議摺の結果が持られる。

PHAは設計.製f色試験の の局面において，新しい色験搬を し，かつ，必要に応じて，修正を撞すた

めに更新されるべきで、ある

得られる結果の記述誌様々な方法(例え ツリー) とができる。

B.3 ワットイフ法 ワットイブ法は滞納的方法である。比較的簡単な適用の場合，機械の設計，運転及び捜用が

される。各段階で機械で創り出される危険諜に関して構成部分の故障の影響又は手穎のエラーを評錯するため

に，ワット・イフ質問が明確に記述きれ，田容される。

さらに複雑な適用の場合，その面の詩儲において最も経験又は技量をもっ人に機識の使用語を祖当してもらうため

に，チェックリストの使舟及び作業の分割を行うとワット・イ できる。オペレータ

の知識が監査される。設備の適切生，機械の設計，その制調システ さ才Lる。処理される材

され，また，運転及び保全の記録が監査される。一般的には，機輔のチェックリストによる評価を

した後，以下に述べるさらに高度な方法が捜用される。

B.4 FMEA(故産モード及び影響分析) FMEAは帰納的方法である。その主目的は構成部分の故障の頻度及び、影響

を評側することである。運転手順又はオペレータのエラーが重要顕著で、ある場合，他の方法のほうがより適切で、ある

と忠かれる。

F担EAはすべての構成部分に対して，散産のすべてのモードを検討する理由で， FTAより，きらに時間を要する可

能性がある。ある穂の故揮は極めて低い発生確率である。もし，その-故障について十分に分析がなされていな

その決定内容を文書として記銭すべきである。

この方法はIEC 60812で規定されている。

B.5 制調システムの不具合(障害)シミュレーション この場納的方法では，試験手JI壌が告Ij御システムにおける技法

及び竣雑きのニつの基準記基づいており，主として次の方法が適用できる。

一理論的チェック及び、分析によって同定される性能に関して，特に授わしい部分の実擦の回路の実用に則した試
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験及び実際の講成部分での不具合 シミュレ…ション

一制御挙動のシミュレーション(例えば，ハードウェア及び/又はソブトウェアモデルによる。)

最u揚システムで複雑な安全関連部を試験する場合は，いくつかの機能的サブシステムに分読しかっ，そのインタ

フェースを不二具合(障害)シミュレーション試験にのみ，かけることが常に必要で、ある。

この技術は機械類の龍の部分にも適用できる。

B.6 MOSAR法(割引hod Organiz吋 for a Systemic Analysis of Risks) (系統的リスク分析のための組識佑法) MOSAR 

は 10ステップの分析をもって完全とする方法である。分析されるべきシステム〈議械類，工程，据付けなど)は相互作

用する一群のサブシステムと考えられる。危険源，危険状態及び危段事象会開定するために表を使用する。

安全方策の妥当註辻それらの独立性を考慮して，第二の表，第三の表を用いて検討される。

既知のツーノレ (F悶EAのような)を使用して，検討では可能誌のある危険側故障を明確にする。これによって

第道がいっそう詳細になる。総意によって，その読道は傷害のひどき表に分類さ紅る c

再び総意いよって，さらに次の表では安全方策が適合すべき指標と信書のひどきを組み合わせて，かつ，技術的及

び組織的方策の性能レベルを指定する。

次に，安全方策を論理系統図に組み入れ，残留リスクを総意によって定義される受諾表に基づいて分析する。

B.7 FTA(フォールト・ツ 1) 一分析) FTAは好ましくないと考えられる一つの事象から突摘される演えき的方法で

ある。この手法によって，費用者は好ましくない事象につながるような重要経路のすべてを発見できるり

トッブ事象が最初に同地される。次に，その危険事象いつながる個々の故権のすべての組令せがFTA

の議理的構成によって;訴される。個々の赦欝確率の見積りを行って，さらに，適当な数式を榎用することによって，

トップ事象の確率を計算できる。 トッブ事象の確率に関するシステム変獲の揚果は容易に評価できる。このように，

FTAによって，安全方業交換の効果が容易に調査できる。また災害原国の決定に有益で、ある。

この方法はIEC 61025で規定されている。

.゚8 ヂルファイテクニック (DELPHI Technique) 多くの専

とともに先行段階の結果が関係者すべてに怯連される。

を受ける。その際皇加の

第四の段階において，匿名の質問がそれまで同意に至らなかった側面に集中する。

デノレブァイはアイデアを引き出すのに使用される予測手法である。この方法は専門家に

し '0

参考文献

[1] ISO/阻C Guide 51 : 1990，安全間一規格に安全に関する聞を導入するためのガイドラ千ン

IEC 60812 : 1985，システム信頼笠に対する分析技術-FMEA(故障モー

IEC 61025 : 1990, FTA(ブオー/レト・ツリ…分析)

るため特
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JIS B 9ア02 : 2000 

(Iso 14121: 1999) 

機械類の安全性ーリスクアセスメントの原則

解説

この解説は，本体及。前属書に規定・ した事柄，並び、にこれらに し を説明するもので，規格の一部

ではない。

干の解説は，財団法人日本震格協会が編集・発行するものであ号，この解説に関する問い合わせは，財団法人毘本

規格協会にごi部告ください。

1.鞘定の題能 この規格比 ISO[International Organization for Standardization (畠部標準化機構) ]規格のISO

14121 (Safety of machinery~Principles of risk assessment) の第l 版(1999) を技錆的内容及び様式を

した笹本工業規格である。

ることなく

なお， ISOで発行される安全規格を， WTO/TBT協定の観点から 罷際安全規格に した日本工業規格と

して制定する必要性にかんがみ，この規諮を制定した。

2. 制定の経緯 この規格ti ， 平成10年度仁社団法人目

おいて作成した原案に基づいて制定した。

を事務局とする (4..参熊)に

なお，同盟書罪組格に基づいた日 下れまでに作成されておらT，この制定が初めてのものである。

3. 規定項僅の内容に関守る解説

3.1 全般 この規格はISO規格体系のタイプえ規格に相当し， リスクを許容可能なレベノレにまで低減し，

械類を設計するため， ISO/DIS 12100-1 の5(機械類の安全性一器本概念，設計のための一般原間)に示きれるリス

クアセスメントに関して，必す(須)な基本概念，…般探則，系統的な手)1鼠の原則を示すものである。また，この規慈

の原J{IJ，手JI慣は，他のタイプB， C競格でも共通に漉揺することが要求きれる。

3.2 "3.定識" この規諮で示される男諦及びその定義の補足説明，並びにそ

許容可能なリスク (tol悦able risk) 許容可能なリスクと i丸“その時代の髄舗観に基づく，所与の状況下で受

け入れられる 1) スク(問えば，国家法規又は法体) (ISO/DIS 12100-1 の3.7B) "と定義され，この規格では明

確な判断基準は訴されていない。その時代の技術水準や社会の価憧観，法律上の問題など様々な要素によって

決められるものであり，その決定詰この規格を使現する者の判断となる。

残留リスク (residual risk) “保護方策が講じられた後，残るりスク (ISO/DIS 12100-] の3.7A) "と定義さ

れる。上記の許容可能なりスクと残留 1) スクは，解説摺1のような関係になる。つまり，前提として安全を絶

必ずしなければならない，ということを安全としているのではなし多かれ少なかれリスクは残る，

ということを前捷としてワスクとの相対関係によって，安全を考えている。許容可能な 1) スクにまで低減L

抵減した後なお残るリスクを残器リスクとしている

解 1
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"3.1危寄 (harm) "及び "3.2危険事象(註azardous event)" の関係 こ

ついてその概念，位援付けを解説図2に

れている

危鞍状態

不適切，不具合

車検事象(hazardous event) 発生

解説関3

解説悶2で誌危険糠から 至るプロセスが示されている。上国では，主険源だけで危険となるのではなし

入との関係で怠険状酷が発生 安全方策の不足，失敗会どによって危険事象が起こる。起こった

回避が失欺すると怠害(harm) (災害)に至ることが示きれている。

3.3 “ 7. リスク見積り"及び“8. リスクの評{語" リスク見積り及がそのリスクが許容可能かどうか評価するための

一例として，下記解説表1-1及び解説表1-2に MIL-STD882Cの方法を

解説表1-1 MIL-STD882Cの箆譲り法

発生状況 危検分額

致命的 重大な 限界的 無視可能

頻繁 1 3 ? 13 

可能性多い 2 5 9 16 

ときどき発生 4 6 11 18 

可能性わずか 8 10 14 19 

可能性なし 12 15 17 20 

解 2
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B 9702 : 2000(150 14121 : 1999) 解説

解説殺1-2 lVHL-STD882Cの朝襲安基準

リスクのJII則立 i 対応基準

1-5 受け入れられない

6-9 

10-17 (再チェックの上，

18-20 

4. 草案作成義員会の構成畿平成10年に された原案作成委員会の構成表を，

JIS B 9702(機械績の安全性一リスクアセスメントの謀射}

開業作或委員会構或表

所属

(委員長) 向鞍政男 明治大学

丸山弘志

上和典

)11 壮

杉本 加

大久保尭夫 詰

) 11 口邦 社団法人産業安全技術協会

中嶋洋介 社団法人詰本庄接協会

渡辺 正 社自法人日本建設機械佑協会

大槻文芳 社毘法人日

佐々 雄 社団法人日

佐藤公治 5 ポット

f蕗 良 旭鶴子株式会社.

出本 j株式会社荏原製作所

持勝 株式会社神戸製鱗訴

高 岩重 コでミア

土反 (元)株式会社小松製作所

鈴 夫 住友重機械工業株式会社

竹原操平 株式会社ダイブク

土 誰 教式会社東芝

務a総 業芝機械株式会社技術誹究所

十三 田 由工機抹式会社

沢 トヨタ岳

中込常 中込技術士事務所

果弘 日

上洋 自立精機;株式会社

回 ま尭 教式会社日立製作所

解 3
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B 9702 : 2000050 14121 : 1999) 解説

抹式会社牧野フライス製作所

通商産業寄工葉技事rÍ院標準部

社自法人吾

社語法人 E

JIS B 9702 持或SWG 構成表

氏名 所属

山本薄義

原弘 日

木孝雄 社団法人目

鈴 光夫 住友重機械工業株式会社

吉沢 ヌ又L トヨタ岳動車株式会社

森川 主I臼主b ニ菱重工業株式会社

宮崎浩 社関法人日本機械工業連合会

解 4.





JIS規格票の正

( 1 ) 当協会発行の月刊箆 “原湘化ジャーナル"に，正 ・ 誤の内容を掲眠いたします。

(2 ) 毎月第3火曜日に，“日経産業新聞"及ぴ“日刊工業新聞"のJIS発行の広告欄で.正額禦が

発行きれたJIS規格番号及び規格の名駄をお知らせいたします。

正誤票をご希望の方は，下記(普及)へご連絡頂ければご送イ寸いたします。

なお，当協会のJIS予約者の方には，予約きれている部門で正誤粟が発行された場合には自動的

にお送り致します。

1IS B 9702 
(ISO 14121) 

機械類の安全性ーリスクアセスメントの原則

平成 12 ~ 11 月初日 第 1 尉宛行

• jー.
先行人 坂

発行所

省吾

財団法人日本規格協会

.107-844û東京都港区赤坂 4 丁目 1-24

FE E233認tgz(規格出版)
鰹競jgji諮:鍛(普及)

口座 00160-2-195146

札幌支部 @侃0-(削3 札幌市中央区北 3 条西 3 丁目 l 札幌大同生命ピル内
電盤札幌(011) 261-∞4s fAX 札幌 (011)221-4020 
讐 :0幻“》ー7-4351

東 北支 郵 tJ980・∞14 仙台市青葉区本町 3 丁目 5-22 宮城県管工事会館内
電量仙台 (022)227-回36 (代表) fAX 仙台 (022は66-(削)5

: 022∞-4-81“ 

名古屋支部 8460-∞08 名古屋市中区栄 2 丁目6-12 白川ピル内
電話名古置(052)221 -回16 (代表) FAX 名古屋(052)却3・4806

.:α泌ω-2-23却3

関西 支 部 哩~541-0053 大阪市中央区本町 3 丁目中10 本町野村ピル内
医大医(06)6261 -叡脱(代安) FAX 大原 (06)6261・9114

掴嘗: 00910-2-2ω6 

広島支部 .730唱0011 広島市中区基町 5-44 広島商工会織所ピル内
電信広島 (082) 221-7023.7035，7ω6 FAX 広島 (082)22シ7568
容: 01340-9-9479 

園田 支 鶴 .7ω-∞23 高松市舟町 2 丁目 2-10 住友生命高松寿町ピル内
話高経(側7)821 ・7邸 1 FAX 高松(087)821・3261
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